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　東京を含め7都府県では新型コロナウイルスによる

感染拡大を防ぐため、令和2年4月7日に緊急事態宣言

が発令されました。その後、16日夜には7つの都府県

以外でも感染が広がっていることから、5月6日まで

の期間、対象地域が全国に拡大されることが正式に決

まりました。我々はまさに緊急事態に直面しています。

東京オリンピック2020は延期が決定しました。この

巻頭言も2月5日の初稿提出からわずか2か月の間に

我々を取り巻く状況が激変したため、改めて記述して

いる次第です。

　先生方に於かれましても、ご自身や従業員の感染防

止、診療にあたっては、全ての患者さんは何らかのキ

ャリアとみなし、いわゆるスタンダードプリコーショ

ンの遵守を徹底する等、心身共に大変なご苦労をされ

ていると思います。3月からは各所での会議も中止が

相次ぎ、それに伴い各種事業も中止あるいは延期を余

儀なくされています。芝歯科医師会においては「感染

しない、感染させない、クラスターを発生させない」

ために理事会も各種常任委員会もWeb会議あるいは

十分感染予防に留意した小人数で実施しています。

　残念ながら恒例の新橋SL広場で行っている新唾液

検査事業は中止となりました。また、『お口の健診』・

口腔がん検診の事業実施についても、時期延期等詳細

未定であり、会務運営も滞っています。本来であれば、

今年は我々芝歯科医師会の創立100周年を迎えるめで

たい年ですが、今はそれどころではないというのが正

直なところかもしれません。

　まだまだ先が見えない状況ですが、新型コロナウイ

ルス感染症に関する最新の情報や感染症対策支援とし

て、貸付金、給付金、税制猶予措置等の有益な情報提

供に努めてまいります。芝歯科医師会執行部といたし

ましては、会員の先生方のご理解、ご協力をいつにも

増して切にお願い申し上げ、甚だ簡単ではございます

が、この度の巻頭言と致します。

巻頭言

副会長 岡崎正史

1



講　　師：千葉英史先生（千葉県開業）
開催日時：令和元年9月19日（木）　19：00～
会　　場：神明いきいきプラザ

し出される画像は圧巻であり、デンタルX線による経
過観察が臨床の肝であると理解しました。
　重度歯周病の対応については「動揺を読む」ことが、
①抜歯か保存かの判定②骨縁下ポケットの治療③補
綴設計の連結・固定の範囲の決定に繋がることを解説
されました。実際の症例では自然移動と連結固定によ
り保存が危ぶまれる歯牙が約20年救われており、会
場からもため息が漏れていました。
　講演の冒頭の「自分の臨床は地味である」は、再生
療法に頼らなくても的確な診断と緻密な炎症と力のコ
ントロールで骨欠損が改善されることを示唆するご発
言でした。また最後に会場から連結冠における補綴物
の精度と長期に安定する秘訣の質問がありましたが、
補綴物材料は可及的に金属にして印象材は寒天アルジ
ネートを使用されているとのことでした。
　歯周治療・補綴治療において基本的な事項を厳密に
遵守することが、重症の歯牙を長期に保存できること
を示していただいたご講演でした。

　去る9月19日、千葉県我孫子市ご開業でスタディグ
ループ火曜会所属の千葉英史先生をお招きし、「歯を
守るための診断力　～重度歯周病、エンドペリオ病変
への対応から～」という演題でオープンセミナーが行
われました。当会以外の他地区の先生方や衛生士も多
数お見えになられ、熱心に講演を聴き入る様子が印象
的でした。
　千葉先生は、歯周病における個人差・個体差を
1990年代に体系化され、歯周治療の個別対応の指針
を長年研究されています。近年のAAP・EFPによる
歯周病の新分類にもそれに通ずるものがあります。
　演題のエンドぺリオ病変はデンタルX線において多
様な透過像が認められ、由来病変を診断することが難
しい場合があります。氏はその由来を、①エンド②
ぺリオ③歯髄炎④咬合性外傷⑤歯根破折に分け、豊
富な症例を基に長期経過を踏まえて解説されました。
その診断において、骨欠損の分かる規格化されたデン
タルX線の重要性を強調されました。さらに20～30年
の経過の中で歯槽骨が変化・回復する様子が克明に映

講習会・講演会レポート① 学術・医療管理常任委員会担当

令和元年度 第3回オープンセミナー　
「歯を守るための診断力 ～重度歯周病、エンドペリオ病変への対応から～」

講師
千葉英史 先生

麻布赤坂歯科医師会
日高大次郎 記
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する機会が十分あるため、サインを見逃さないよう気
を付けて、常に疑う気持ちで診察にあたって欲しいと
言う事でした。後半は、口腔潜在性悪性疾患
（OPMDs）の病変別有病率、がん化率や治療方針に
ついての説明と口腔がんのリスク因子、重複がんと多
発がんについてご教授頂き、45分間という短い時間
の中でとても学ぶ事が出来た基調講演でした。
　続く症例検討会では、港区口腔がん検診登録医会員
の先生方7名から10症例の報告を頂き、山城先生にそ
れぞれの症例に対しての診断や対処法について詳しく
解説頂きました。今回も芝歯科医師会から75名、麻
布赤坂歯科医師会から68名の会員の先生、そしてス
タッフの方々と合わせて147名もの方々にご出席頂き、
大盛況かつ口腔外科疾患症例検討会として充実した勉
強会となりました。

　口腔外科疾患症例検討会は、口腔がんを含めた口腔
内の軟組織疾患など、会員の先生方が日頃の臨床で遭
遇した症例を提出頂き、供覧する勉強会です。
　症例報告の前に、解説者としてお招き致しました
NTT東日本関東病院 歯科口腔外科部長 山城正司先
生に「口腔がんを早期発見するには？」と題した基調
講演をして頂きました。講演は早期発見の重要性から
話が始まり、診察の手順、好発部位や初発症状などの
説明後、「表在がん」という疾患概念でのお話を頂き
ました。表在がんとは、上皮内がんと早期浸潤がんを
まとめた分類で転移はまれなため、切除手術により治
癒率は非常に高い状態の疾患を指すそうです。表在が
んのサインとしては白斑、紅斑、びらんなどで、違和
感やしみる等の症状を持っていますが、硬結や潰瘍形
成を伴わない症例もあるので注意が必要だそうです。
進行については穏やかですぐに悪化せず、診察で発見

大
勢
の
先
生
方
が
集
ま
り
ま
し
た
。

口腔外科疾患症例検討会
「口腔がんを早期診断するには？」

講師
山城正司 先生

講習会・講演会レポート② 口腔がん検診常任委員会担当

口腔がん検診
常任委員会委員長
吉野浩和 記

講　　師：山城正司 先生
　　　　　（NTT東日本関東病院 歯科口腔外科部長）
開催日時：令和元年9月30日（月）　19：30～
会　　場：みなと保健所　
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講　　師：中川勝洋　本会会員
開催日時：令和元年10月2日(水)　19：30～
会　　場：神明いきいきプラザ

口の乾燥等ほんの些細な症状であり、見逃しやすく、気が
付きにくい特徴があるため注意が必要です。また「オーラ
ルフレイル」への対応については、高齢期における人との
つながりや生活の広がり、共食といった「社会性」を維持
することは、多岐にわたる健康分野に関与することが明ら
かとなっており、この多岐にわたる健康分野には歯や口腔
機能の健康も含まれており、これら機能の低下はフレイル
とも関連が強いことがわかっています。 歯周病やむし歯
などで歯を失った際には適切な処置を受けることはもちろ
ん、定期的に歯や口の健康状態をかかりつけの歯科医師に
診てもらうことが非常に重要であるとお話しいただき大変
興味深く有意義な講演でした。
　また岡崎副会長より現在のオンライン請求の状況をお話
ししていただきました。現在歯科68,976機関のうち電子レ
セプト請求しているのは61,377機関（89.0％）、その中で
オンライン請求数は11,852機関（17.2％）、電子媒体によ
る請求数は49,525機関（71.8％）、紙レセプトによる請求
数は7,599機関（11％）となっておりまだまだオンライン
請求が普及していないことがわかった。
　またオンライン請求のメリットデメリット及びオンライ
ン請求の進め方についてもお話しいただき大変理解できま
した。

　令和元年10月2日港区立神明いきいきプラザ4階にて中
川勝洋先生の「施設基準や新たな病名にどう対応するか」
～か強診・歯援診・口腔機能低下症・発達不全症～と題す
る講習会が行われました。前半に施設基準の大切さをご説
明いただき後半には、かかりつけ歯科医の普及・フレイル
対策として口腔機能の維持管理が今後の診療報酬改定の重
要項目であり、通院される患者さんの6割が65歳という現
在の患者動向をみるとフレイル対策として「口腔機能低下
症」について積極的に取り組むことが大切で「オーラルフ
レイル」という新たな考え方を中心にお話し頂きました。
　まずは「オーラルフレイル」という新たな考え方の理解
について「オーラルフレイル」は、口腔機能の軽微な低下
や食の偏りなどを含み、身体の衰え（フレイル）の一つで
す。これらの概念は東京大学高齢社会総合研究機構の辻哲
夫特任教授、飯島勝矢教授らによる大規模健康調査（縦断
追跡コホート研究）等の厚生労働科学研究によって示され、
この研究をきっかけにさまざまな検討が進められていま
す。この「オーラルフレイル」とは、健康と機能障害との
中間にあり、可逆的であることが大きな特徴の一つです。
つまり早めに気づき適切な対応をすることでより健康に近
づきます。この「オーラルフレイル」の始まりは、滑舌低
下、食べこぼし、わずかなむせ、かめない食品が増える、

会
場
風
景

講習会・講演会レポート③ 総務・保険常任委員会担当

令和元年度 第1回 国保集団講習会
「施設基準や新たな病名にどう対応するか」
～か強診・歯援診・口腔機能低下症・発達不全症～

講師
中川勝洋 本会会員

総務・保険常任委員
明 正孝 記
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ター内の紹介のあと、口腔機能と全身の関わりについ
てとくに先生が大学で研究されていたスポーツにおけ
るクレンチングの重要性について神経生理学的アプロ
ーチ、運動力学的アプローチから解説いただいた。す
なわち噛みしめる事によって筋肉運動ニューロンの興
奮性が高まったり、筋力が増強するなどを理論的に説
明された。このように噛みしめることによって、高い
運動機能・能力が発揮し平衡機能の維持安定、さらに
はコンタクトスポーツでの脳震盪の予防軽減のために
もマウスガードの装着とくに歯科医師によって適切に
作製されたマウスガードの装着の必要性が強調された。
　スポーツデンティストは歯科医療においてより発展
性が期待でき専門性が問われる分野です。携わってい
る山中先生の今後のご活躍を期待するとともにより多
くの方々にスポーツデンティストの必要性への理解が
普及することを望みます。

　今回学術委員会は2020年東京オリンピック・パラ
リンピック開催に伴い、スポーツデンティストに関す
る学術講演会を企画しました。平成24年日本歯科医
師会が日本スポーツ協会と連携して公認スポーツデン
ティスト制度の専門医制度が設立され、この専門医を
修得し現在北区に設立されている国立スポーツ科学セ
ンターにも勤務されている本会会員の山中拓人先生に
「スポーツデンティストとしての取り組み～歯科医師
として如何にスポーツに関わるか～」というタイトル
で講演をいただいた。スポーツデンティストは競技者
を含めたスポーツ愛好家の歯および口腔内の管理だけ
ではなく顎口腔機能の安定と維持、さらには顎口腔系
外傷に対して適切な予防・軽減策を講じ、歯科的問題
に煩わされることなくベストパフォーマンス、ベスト
な運動機能を発揮支援するために、歯科検診・歯科治
療・口腔衛生指導などの歯科的サポートを行っている
そうです。普段訪れる事ができないスポーツ科学セン

講　　師：山中拓人　本会会員
開催日時：令和元年10月28日（月）　19：30～
会　　場：本会会館

講習会・講演会レポート④ 学術・医療管理常任委員会担当

学術・医療管理
常任委員会委員
藤川謙次 記

令和元年度 学術・医療管理常任委員会 特別企画学術講習会
「スポーツデンティストとしての取り組み

～歯科医師としていかにスポーツに関わるか～」

講師
山中拓人 本会会員
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講　　師：小方清和 先生
　　　　　東京都立小児総合医療センター小児歯科医長
開催日時：令和元年11月18日（月）　19：30～
会　　場：港区立赤坂区民センター

　舌小帯短縮症に関しては哺乳障害が発現することはなく、
新生児期、乳児期の手術の適応は無いそうです。発音障害
がでた場合、言葉が出はじめる3歳ごろから機能訓練で改
善を図り、必要があれば言語が完成する6歳ごろを目安に
舌小帯形成術を行うとの事です。
　粘液嚢胞については、まずは患部刺激を繰り返さないよ
う指導し、日常生活に支障がなければ経過観察して自然治
癒を期待する事が第一選択となるそうです。
　先天性歯については、動揺が大きい場合は誤嚥の危険性
から抜歯する場合も多いようですが、そうでない場合のリ
ガ・フェーデ病に対してはまずは抜歯ではなく先天歯の削
合を行ない、原始反射の消失による改善の可能性を考え経
過観察して対処していくことになるようです。
　今回の講演で、小方先生は「経過観察」の重要性を強調
されていました。とかく何らかの処置を希望する「両親」
の気持ちではなく、常に「子供」の気持ちを第一に考えて
いらっしゃるそうです。東京都立小児総合医療センターの
運営理念として、「こころ」と「からだ」を総合した子ど
も中心の医療の提供ということが掲げられています。まさ
しくこの理念にそった診療を実践されている小方先生の講
演は、学校歯科、小児の診療にかかわる私たちにとっては
大変参考になるお話でした。

　令和元年度の芝、麻布赤坂学校歯科医会合同研修会は、
東京都立小児総合医療センター小児歯科医長の小方清和先
生をお招きし、「子供の歯科疾患とその対応」の演題で講
演をしていただきました。
　東京都立小児総合医療センターは東京都府中市にあり、
隣接する東京都立多摩総合医療センターと一体となり、都
心部と比べ大学病院の少ない多摩地区において総合的な高
度専門医療を提供できる病院として地域では非常に重要な
存在です。
　講演会ではまず小方先生より「歯の外傷」についてお話
しいただきました。
　乳歯の完全脱臼の場合、永久歯とは違い再植は原則禁忌
であり、乳歯外傷の好発年齢が2歳前後である事を考え合
わせても、再植可能な条件がそろうことはきわめて稀であ
るとのことです。受傷歯の保存より永久歯に影響しない対
応が大切であり、乳歯完全脱臼のその後の対応としては通
常は経過観察となるそうです。受傷児の両親の多くは何ら
かの処置を希望する事が多いが、経過観察というのは何も
しないという事ではなく注意深く今後の成長発達を見守る
ことだという点を強調して説明する事が大切だそうです。
また、乳歯の陥入も経過観察の上、受傷乳歯の保存を優先
するのではなく永久歯に影響しない対応が大切とのことです。
　続いて、「口腔軟組織疾患」についてお話しいただきま
した。

会
場
風
景

講習会・講演会レポート⑤ 芝、麻布赤坂歯科医師会学校歯科医会合同

令和元年度 芝、麻布赤坂歯科医師会学校歯科医師会合同研修会
「子供の歯科疾患とその対応」

講師
小方清和 先生

学校歯科医会 幹事
山田智也 記
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いる。まず介入プランを立て、造影VFか内視鏡VE
で判断し、ミールラウンドで適時アセスメント評価を
経て、口腔ケアの増進＋間接訓練、直接訓練と進みま
す。食形態の変更は嚥下カンファ（脳外科医も出る）
で情報共有している。例えば禁食の方でもアセスメン
トで良ければ少しずつ直接訓練も考え、体幹保持が難
しい方、ベッド上での食事の方への対応にも気を配っ
ているとのお話でした。
　最後に訪問看護ステーションでの取り組みを矢場千
明看護師が話されました。2018年6月に訪問看護ステ
ーションが開設され、退院支援看護師やソーシャルワ
ーカー、ケアマネさんから患者さまを紹介していただ
き、在宅での栄養評価、例えば窒息の既往がある方な
どを在宅で食事内容をチェックするだけでなく、気付
いていない方、気付いていても行けない方、気付いて
いても忘れてしまう方などを地域包括ケアシステムに
のせるべく活躍中と話されました。
　医師は在宅患者となっても往診に行ったり、訪問医
とペアになったり持続して指導
管理をしているが、在宅までフ
ォローをしている歯科医は少な
い。VFやVEの診察だけでなく、
これからはミールラウンドで食
べるところまで見なければいけ
ないと岡崎副会長が最後を結び
ました。

　令和元年11月28日東京高輪病院にて医療福祉・医
療連携研修会が催された。演題は「当院における包括
ケア病棟を活かした口腔機能低下症患者への取り組
み」で、講演はまず大橋勝先生が口腔機能低下症への
取り組みについて解説しました。平成26年の東京都
福祉保健基礎調査から診療所受診の理由の第一位が歯
のトラブルだったことからも老化による口腔機能低下
症患者の増加が見込まれる。今後は在宅診療が医療連
携の窓口となり、安全に食べることから栄養状態の改
善が望ましく、口腔機能低下症の方がいたらアクショ
ンを起こすことが大事である。他にも急性期病棟から
の移行で回復期の方やレスパイトで入ってくる人など
の経口摂取困難な方に対応するため嚥下サポートチー
ムが2017年に設立されたとのこと。
　続いて嚥下サポートチームの上杉雄大先生が実例を
交えて取り組みの現状報告をされました。肺炎で入院
中の患者さまの半数以上が誤嚥性であり、Dr.からの
依頼を認定DH、 ナース、言語聴覚士でスクリーニン
グし、昨年100名以上、平均年齢84.2才の患者を診て

講　　師：大橋勝（東京高輪病院歯科口腔外科部長）
　　　　　上杉雄大（東京高輪病院歯科口腔外科非常勤講師）
　　　　　矢場千明（東京高輪病院摂食嚥下障害看護認定看護師）
開催日時：令和元年11月18日（月）　19：00～
会　　場：東京高輪病院

医療福祉・医療連携
常任委員会委員
江里口裕康 記

講習会・講演会レポート⑥ 医療福祉・医療連携常任委員会担当

会場風景

講師　左から 矢場千明 先生、上杉雄大 先生、
　　　　  大橋勝 先生 各先生方

令和元年度 医療福祉・医療連携研修会
　「当院における地域包括ケア病棟を活かした

口腔機能低下症患者への取り組み」　
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の理解やそこに配慮した簡単な環境の整備などを学び、
少しずつ診療をしてみて、上手に診療ができた経験を
積んでいく中で障害者と歯科医師双方に自信をつけて
もらうのがまず第一歩ではないでしょうかと話されて
いました。
　また、地域の診療所で出会う可能性の高い障害の特
性や留意点などについてお話しいただきました。障害
者を診療していく基本的な心構えは一般の方々の診療
と同じで、Tender　Loving　Care、やさしさと愛
情をもって接すること、Not doing but being、何も
できなくてもそばに寄り添うだけで良い場合もあると
話されていました。日々先生が診療している中で、文
句ばかりでみんなに嫌われており、関わらない方が良
いと言われていたおじさんの患者さんに積極的にかか
わっていたところ、2人だけで話がしたいと言われた
そうです。もしやプロポーズではと少し身構えた先生
でしたが、「死亡診断書を先生に書いてほしい。」と頼
まれたとのこと。先生の診療にあたる姿勢が患者さん
に変化をもたらしたのではない
でしょうか。ところどころにユ
ーモアを交えてお話をされ、あ
っという間に時間が過ぎていま
した。
　なかなか患者さんとしっかり
関われる時間が日々の診療の中
で取れないことも多いですが、
できるだけ寄り添えるようにし
ようと心に決めた夜になりました。

　クリスマスのイルミネーションに彩られた青山にて、
令和元年度第1回障害者歯科研修会が行われました。
今回は「生活支援につながる障害者歯科医療を地域で
実現するためには」と題して日本大学松戸歯学部　障
害者歯科学講座　専任講師　遠藤眞美先生にお話を伺
いました。
　先生は年に一度2週間ほどの日程で、トンガの障害
者施設に歯科治療に行かれているそうです。「たった2
週間で何ができる？」とはじめに言われたそうですが、
はじめは口臭や体臭でひどかった施設が、年々綺麗に
なっていくのを目の当たりにし、歯科の治療や保健活
動を通して生活に変化が生まれ、いい方向に進んでい
るのではないかと話されていました。それは日本にい
ても同様で、患者さんには日常生活を通して支援が必
要で、それには同じ生活圏で生活をしている地域の歯
科医療者の存在が重要になるとのことでした。距離的、
時間的、精神的にも負担のない住み慣れた地域で共に
生活をしている歯科医療者が寄り添えれば一番いいの
ではないかと話されていました。障害者の治療という
と時間や手がかかり、一般の歯科で治療をしていくの
は難しいのではないかと思われがちです。少しでもそ
の壁を破れるようにするには、歯科医師が障害の特性

講　　師：日本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座 専任講師
　　　　　遠藤眞美 先生
開催日時：令和元年12月5日（木）　19：00～
会　　場：CROSSCOOP青山

医療福祉・医療連携
常任委員会 委員長
松岡伸弥 記

講習会・講演会レポート⑦ 医療福祉・医療連携常任委員会担当

芝、麻布赤坂歯科医師会合同 令和元年度 第1回障害者歯科研修会
「生活支援につながる障害者歯科医療を地域で実現するためには」

会場風景

講師
遠藤眞美 先生
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栄養や免疫機能低下のため感染症を発症し慢性化しやすく
なる。さらに、生活習慣病を原因とする臓器障害が顕著化
する。高齢者は多病である。これからの歯科医師に求めら
れるのは、歯科医療の現場において様々な全身的な疾患を
持っている患者を安全に管理することである。
　「歯科医師・歯科医療の未来」医科は平均寿命を延ばす
医療、歯科は健康寿命を延ばす医療という位置付けが可能
なら社会へのアピールは、絶大である。
　これからの歯科医師は、全身状態を把握しながら歯科医
療を実践できる事。健康寿命を延ばすことは、歯科医師の
責任であり外来中心の歯科医療から脱却する事である。歯
の喪失防止（う蝕治療、歯周病予防）は、健康寿命に寄与
する。
　すでに歯の喪失してしまった場合は、インプラント治療
でリセットして代替え治療、周術期口腔機能管理は、さま
ざまな合併症リスクを軽減すると同時に、在院日数の削減
に有効（医療費削減、医療効率向上）である。在宅、施設
等の要介護者への歯科医療の提供、インプラントのプレゼ
ンスの向上、リハビリテーションの機材（疾病予防・治療
のための医療機材）、歯科医師中
心の予防重点化地域包括ケアシス
テムの確立。
　以上、今後の歯科医療が目指す
べき方向性を口腔インプラント学
講座の矢島教授に講演していただ
いた。

　超高齢化社会を迎え、生理的機能が低下していたり、生
活習慣病を原因とする臓器障害を伴う受診者が増加してい
ます。そこで今後の歯科医療が目指すべき方向性や診療室
で起こりうる偶発症への対応と安全管理について「緊急事
態」「超高齢者社会」「歯科医師・歯科医療の未来」をキー
ワードとして講演された。
　「緊急事態」診療所では、なぜどこでも一度も緊急事態
の訓練が行われないのか？自分の診療室で患者の心停止が
発生した時、冷静に妥当性の高い対応ができるか？スタッ
フは何をすべきかを自ら考え適切な行動ができるか？糖尿
病低血糖発作と異物誤嚥のDVD（緊急事態！歯科診療室
でこんなときどうする？）
を悪い対応、良い対応を視聴し解説していただいた。この
DVDをスタッフルームに置き全員で「悪い例」「良い例」
を見て自分の実力、診療室の対応力をみきわめ緊急事態の
訓練にする、いい教材である。
　「超高齢化社会」総人口のうち65歳以上の高齢者割合が
21％以上の超高齢化社会と言われる日本では、2015年65
歳以上が総人口に占める割合（高齢化率）は、26.7%　世
界一の高齢化率を毎年更新し続けている。今後、私たちの
診療室に「高齢者ばかりが来院する」時期が目の前に迫っ
ている。高齢者は、生理的機能が低下（生理的老化）し、
病的状態と結びつき老年病を発症しやすくなる。また、低

講　　師：東京歯科大学大学院歯学研究科研究科長
　　　　　口腔インプラント学講座主任教授 矢島安朝先生
開催日時：令和2年1月20日（月）　19：00～21：00
会　　場：AP浜松町

医療福祉・医療連携
常任委員会 委員
北澤道孝 記

講習会・講演会レポート⑧ 医療福祉・医療連携常任委員会担当

芝、麻布赤坂歯科医師会合同 令和元年度 第２回障害者歯科研修会
「緊急事態発生！その時あなたは…診療室でこんなときどうする？」

─医療事故から歯科医療の未来を考える─

会場風景

講師
矢島安朝 先生
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よる事故で歯ブラシを咽頭などにさしてしまう事故も
出てきているので気をつけたいとのお話がありまし
た。先天性疾患・粘膜疾患・その他として、癒合歯・
癒着歯、リガフェーデ病、粘液嚢胞、舌小帯異常、手
足口病等について、スライドで実例を見ながら解説い
ただきました。
　大坪先生よりは、「知っておきたい幼児期の咬合育
成」についてのお話でした。乳歯のむし歯が、叢生な
どその後の歯列に悪影響をおよぼしてしまうことや、
指しゃぶりが、上顎前突や開咬など不正咬合の成因に
なってしまうことがある。園児の歯並び・かみ合わせ
で重要なことは不正咬合を予防することで、不正咬合
に繋がるような悪癖や機能の問題（指しゃぶり、口呼
吸、低位舌、舌突出癖、うつ伏せ寝…等）を早めに改
善しておくことが予防となるとして、これらが原因で
重篤な不正咬合を生じたケース、早期に習癖を除去す
ることで改善されたケース等、実際の症例を沢山示し
ながら、解説いただきました。
　限られた時間の中で、多岐に
わたって園児の歯にかかわる講
義をいただき、充実した内容で
した。参加者の方々にも日々現
場で遭遇する問題として興味深
く聴講していただけたものと思
います。

　令和2年1月28日、高輪区民センターにて、保育園
スタッフ研修会が行われました。今回は、麻布赤坂学
校歯科医会より、田島一滋先生、林大悟先生、大坪邦
彦先生の3名の先生にご講演いただきました。
　はじめに、田島先生より「知っておきたい幼児期の
歯科用語」を講義いただきました。歯式、乳歯の構造、
生えてくる年齢、といった基礎から、歯科健診診査記
録票（健診票）の記載について必要な用語・記号（健
全歯／、処置歯〇、むし歯・未処置歯Ｃ、要観察歯Ｃ
Ｏ、癒合歯、喪失歯、サホライド塗布歯…等）を、写
真で実例を示しながら詳しくご説明いただきました。
　続いて、林先生より「知っておきたい幼児期の歯科
疾患」として、この時期に問題となる疾患、「むし歯」
「外傷」「先天性疾患・粘膜疾患・その他」についてお
話しいただきました。むし歯については1.シュガーコ
ントロール、2.プラークコントロール（歯磨きの仕方）、
3.歯質の強化（フッ素塗布）についての解説を、外傷
については、歯の陥入、脱臼、破折、切り傷・擦り傷
の対応について、また最近歯磨き中に、転倒・転落に

講師
田島一滋 先生　
林大悟 先生
大坪邦彦 先生

講習会・講演会レポート⑨ 学校歯科医会担当

学校歯科医会 幹事
藍川愛子 記

講　　師：田島一滋先生・林大悟先生・大坪邦彦先生
　　　　　（麻布赤坂学校歯科医会）
開催日時：令和2年1月28日（火）　19：30～
会　　場：港区立高輪区民センター

保育園スタッフ向け研修会
「知っておきたい幼児期の歯科用語」「知っておきたい
幼児期の歯科疾患」「知っておきたい幼児期の咬合育成」

会場風景
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ャーにて検診を総括し令和元年度の口腔がん集団検診
は終了しました。会場には、健康推進課課長や区議会
議員の二島とよじ先生なども視察に訪れ、活況の現場
をご覧頂きました。
　今回も受診者の方々に、口腔粘膜疾患や口腔がんの
啓発活動、個別検診のお知らせ、そして病変を認めた
受診者には情報提供をして喚起を促すことができまし
た。受診後のアンケート結果でも、大多数の受診者か
ら、検診を受けて安心できた、また検診を受けてみた
い等、好意的な返答を頂いたことからも、集団検診の
目的を達成することができたと思います。ご協力いた
だいた先生方、関係者の皆様に感謝しこの場をお借り
してお礼申し上げます。
　過去７年間の集団検診のアンケート集計結果を見て
みると、集団検診実施の目的である「口の中にがんが
出来るという事」は受診者の９割が理解を示し、「個
別検診事業の周知」も5割を上回ったため、開始当初
の集団検診の目的は成し得た様に思います。口腔がん
個別検診が港区の委託事業として開始され3年が経過
し、受診者数は毎年増加していく中、この役割を終え
つつある集団検診事業を、実習の場という側面を考慮
しつつ、どのような形にしていったら良いか、委員会
や会の先生方と考えていきたいです。

　口腔がん集団検診は、区民、在勤者に口腔がんの正
確な知識の普及と個別検診事業の周知を目的として、
平成25年から毎年１回実施し、今年で7回目となりま
した。
　この検診は、港区口腔がん検診委託事業への登録参
加要件にもなっており、今年度は67名の会員の先生
方（麻布赤坂37名、芝30名）にご協力を頂きました。
事前に検診指導医としてお招きした、口腔がん早期発
見全国ネットワークの太田嘉英先生のプレレクチャー
を拝聴した後、検診委員会によるハンズオン（相互実
習、検診票の記載方法等）を行い検診に臨みました。
今年度も、広報みなと、芝青色申告会のお知らせ、み
なと法人会会報などで募集した45名の受診希望者を
検診医が8グループに分かれて、各グループの検診担
当医2名によるダブルチェック方式で検診を行いまし
た。受診者45名の内訳は男性23名、女性22名、年齢
は23歳から88歳と幅広い年齢層の方々が受診されま
した。区の検診の対象外である40歳未満の受診者が8
名(全体の約18%)含まれており、口腔がんに対する若
年者の関心の高さも伺われました。二次検診が必要と
思われる５名の異常所見は、白板症、舌静脈瘤、舌腫
瘤などで、太田先生に診断を仰ぎ、病状の説明や２次
検診を勧めて頂きました。検診終了後、ポストレクチ

口腔がん検診常任委員会活動レポート

口腔がん検診
常任委員会委員長
吉野浩和 記

開催日時：令和元年11月17日（日）　12：00～
会　　場：三田いきいきプラザ

口腔がん集団検診事業報告

会場風景
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年齢 男性人数 女性人数

20～24 1 0

25～29 0 1

30～34 3 1

35～39 1 1

40～44 1 1

45～49 3 0

50～54 0 1

55～59 2 7

60～64 2 0

65～69 5 2

70～74 3 2

75～79 1 2

80～84 1 3

84～89 0 1

集団検診集計結果
受診者数／45名（申込人数53名、キャンセル8名）
居住地区／区内28名　区外16名　不明1名
受診者性別／男性：23名　女性：22名　
年齢分布／23歳～88歳

検診により異常所見を認めたもの／45人中5人
　経過観察を要する疾患／5名｠（以下内訳）
　　　● 61才男性：下唇、下顎歯肉の白班、頬粘膜腫瘤
　　　● 57才女性：舌の傷、顎下リンパ節の圧痛
　　　● 67才女性：舌静脈瘤
　　　● 72才男性：下舌背腫瘤の疑い
　　　● 67才男性：下口唇炎の疑い

口腔がん集団検診事業報告
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R.1 H.30 H.29 H.28 H.27 H.26 H.25
受診者数 45名 99名 134名 68名 35名 91名 31名
お住まいは？
区内 28人 62% 89人 90% 117人 87% 64人 94%
区外 16人 35% 10人 11% 17人 13% 3人 4%
この検診は初めてですか？
はい 29人 64% 90人 91% 128人 97% 50人 74%
いいえ 15人 33% 9人 9% 6人 5% 17人 25%
今回の検診を受けようと思った理由は？
気になるところがあった 12人 26% 41人 41% 39人 29% 30人 44% 14人 40% 47人 40% 16人 43%
がんになったら心配 25人 56% 51人 52% 71人 53% 28人 41% 13人 37% 43人 36% 16人 43%
身内や友人に誘われて 4人 9% 13人 13% 14人 10% 10人 15% 6人 17% 17人 14% 3人 8%
歯科医師・医師からの勧め 5人 11% 3人 3% 3人 2% 1人 1% 2人 5% 3人 3% 1人 3%
以前、がんの治療を受けた 3人 7% 3人 3% 7人 5% 2人 3% 0人 0% 1人 1% 1人 3%
その他 5人 11% 8人 8% 15人 11% 3人 4% 7人 20% 7人 6% 0人 0%
今回の検診をどこでお知りになりましたか？
新聞の折り込み広告 45人 45% 62人 46% 12人 18% 9人 25% 50人 56% 21人 70%
広報みなと 22人 49% 40人 40% 47人 35% 46人 68%
みなと区民まつり 2人 2% 6人 4% 0人 0% 4人 13% 6人 7% 7人 23%
人に聞いて 9人 20% 2人 2% 6人 4% 6人 9% 2人 5% 5人 5% 2人 7%
掲示板、ポスター 4人 9% 6人 6% 2人 1% 0人 0% 6人 17% 7人 8% 0人 0%
かかりつけ歯科医院 4人 9% 4人 4% 1人 1% 1人 1% 2人 5% 1人 1% 0人 0%
港区法人会の
お知らせ等 11人 24% 7人 7% 13人 10%

その他 0人 0% 4人 4% 6人 4% 0人 0% 13人 37% 21人 6% 0人 0%
口の中にがんができることを知っていますか？
はい 40人 89% 85人 86% 111人 83% 55人 81% 30人 86% 78人 86% 26人 87%
いいえ 4人 9% 13人 13% 23人 17% 12人 18% 5人 14% 13人 14% 4人 13%
港区の口腔がん個別検診を知っていますか？
はい 21人 47% 34人 34% 34人 25% 17人 25% 6人 20% 14人 15%
いいえ 22人 49% 64人 65% 111人 83% 49人 72% 24人 80% 77人 85%
今回検診を受けてみてどうでしたか？
安心した 30人 86% 74人 37%
丁寧だった 23人 66% 61人 30%
定期的に検診を受けたい 15人 43% 45人 23%
友人に勧めたい 9人 26% 18人 9%
その他 0人 0% 2人 1%
今回検診を受けてみてどうでしたか？
満足 40人 89% 88人 89% 125人 93% 65人 96%
どちらかといえば満足 4人 9% 8人 8% 6人 4% 1人 1%
どちらでもない 0人 0% 3人 3% 3人 2% 1人 1%
どちらかといえば不満 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
不満足 0人 0% 0人 0% 0人 0% 0人 0%
また受けてみようと思いますか？
思う 39人 87% 88人 89% 124人 93% 66人 97% 32人 94% 88人 97% 30人 100%
思わない 1人 2% 4人 4% 3人 2% 1人 1% 2人 6% 3人 3% 0人 0%
性別
女性 22人 49% 65人 66% 77人 57% 50人 74% 23人 66% 64人 69% 23人 74%
男性 23人 51% 36人 36% 61人 41% 18人 26% 12人 34% 27人 31% 8人 26%

口腔がん集団検診アンケート集計結果

※無回答・複数回答を含みます。
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いう基本的機能を発達段階に応じて成熟させて心身の
健全な発育に繋げることが重要で、学校歯科保健が拓
く新たな時代とは「疾病予防ならびに口腔機能の育
成」を念頭に置いた学校保健活動であると話された。
その後、山口市立良城小学校養護教諭から『主体的・
対話的で深い学びに導く「歯・口の健康づくり」～み
んなで創る「楽しくてたまらない」学校歯科保健活動』
～の演題で、萩市立白水小学校養護教諭から『「生き
る力」をはぐくむ歯・口の健康づくり～基本的生活習
慣の確立へ向けて～』の演題で、長野県駒ヶ根市立赤
穂南小学校養護教諭・学校歯科医から『自分の健康に
関心を持ち、進んで健康的な生活を送ろうとする子ど
もの育成～発展的に継続する「歯・口の健康づくり」
を目指して～』の演題で、それぞれの熱心な日々の取
り組みを発表された。どれも素晴しい取り組みで、自
分はもっと精進し子どもたちのため活動しなければ、
と猛省させられた。
　来年は令和2年10月17・18日
に福井県で開催されます。秋の
美味しい郷土料理やお酒も目的
の一つに、自分の担当する園・
学校の子ども達の健康の為の勉
強に、ちょっと足を伸ばしてみ
てはいかがでしょう。

　『「生き抜く力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展
開を目指して　学校歯科保健が拓く新たな時代』をテ
ーマに、山口県の山口市民会館とホテルかめ福で第83
回全国学校歯科保健研究大会in山口が開催された。
　1日目は第58回全日本学校歯科保健優良校表彰のあ
と、慶応義塾大学総合政策学部教授　中室牧子氏によ
る「教育に科学的根拠を」と題する特別講演が行われ
た。これは個人の経験を大量に観察した中から見出さ
れる規則性（科学的根拠）は判断や意思決定の根拠と
して有用であり、人を育てるとき役立つ知見であると
いうものであり、大変興味深いものだった。また、そ
の後一般社団法人日本学校歯科医会　斎藤秀子副会長
の座長の元「学習指導要綱改訂に伴う学校歯科保健に
おける主体的・対話的で深い学びの実現」をテーマに
シンポジウムが行われた。まず、基調講演では大阪大
学大学院歯学研究科口腔分子免疫制御学講座予防歯科
学の天野敦雄教授が「健康は健口から」と口腔の健康
が全身の健康につながるとのお話をされ、その後の3
名のシンポジストからも健康教育が歯と口の健康づく
りには重要であると、それぞれの立場から述べられた。
　2日目は領域別研究協議会で、私は小学校部会を拝
聴した。はじめに座長の鶴見大学歯学部小児歯科学講
座・朝田芳信主任教授から、小児期は成人と違い口腔
機能の発達・獲得の時期であり、「生き抜く力」に欠
くことのできない「食べる」、「話す」、「呼吸する」と

学校歯科医会活動レポート

学校歯科医会幹事長
華岡眞幸 記

開催日時：令和元年10月17日（木）・18日（金）　　　会場：山口市民会館・ホテルかめ福（山口県）

第83回全国学校歯科保健研究大会in山口
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開催日時：令和元年10月26日（土）　13：00～
会　　場：港区立麻布区民センター

「どうぶつものまね」の名人でいらっしゃいます。ま
た江戸家さんの鳴きまねは、明治時代から続いている
伝統芸で、定番のウグイスの他にアルパカ、ヌー、テ
ナガザルなど、珍しいどうぶつのものまねも披露して
頂きました。またお口のフェスタということで象の歯
が4本ということなど歯に関したお話も取り入れて頂
き、会場の方々も話に参加しながらの楽しい時間を過
ごしました。
　レクリエーションの後は、「歯・口の健康に関する
図画・ポスター、標語」の表彰式に移りました。今年
度は芝12名、麻布赤坂9名の受賞者がおり、優秀作品
は会場の展示コーナーに掲示されました。この図画・
ポスター及び標語のコンクールは日本学校歯科医会の
主催で行われ、毎年多くの作品の応募があります。受
賞者は、各歯科医師会の会長より表彰を受けた後、両
会長と共にお一人ずつの写真撮影と青木康平港区教育
委員会教育長を含めた全員で記念撮影を行いました。
　その後、青木教育長よりご講評を頂き、長井博昭芝
歯科医師会会長の閉会の挨拶で「お口の健康フェス
タ」が無事終了となりました。長井会長の挨拶の中で、
港区の健診事業のお話がありましたが、これからも地
域住民のお口の健康に貢献できるように努めて参りた
いと思いました。
　最後に、両歯科医師会の先生方、また業者の方々の
ご協力により素晴らしい「お口の健康フェスタ」にな
りましたことを心より感謝申し上げます。

　令和元年度「お口の健康フェスタ」は、令和元年10
月26日（土）13：00より港区立麻布区民センターにお
いて、芝、麻布赤坂歯科医師会合同委員会の運営、港
区の後援にて開催されました。
　「8020達成者表彰式」に先立ちまして、豊田真基麻
布赤坂歯科医師会会長の開会の挨拶があり、続きまし
て武井雅昭港区長、二島とよじ港区議会議長の祝辞を
頂きました。また12名の港区議会議員の来賓紹介の後、
表彰式が執り行われました。
　今年度の8020達成者は、芝歯科医師会推薦85名、
麻布赤坂歯科医師会推薦30名、合計115名の推薦が港
区であり、その内、芝41名、麻布赤坂14名の方々が
表彰式に出席されました。出席者の中には90歳以上
の方もおられ、皆さんお元気で晴れやかな面持ちでお
られました。武井区長の表彰の後、区長、各歯科医師
会会長とお一人ずつ写真撮影をし、最後に武井区長、
各歯科医師会会長に加え、二島とよじ港区議会議長と
阿部敦子みなと保健所長との全員での記念写真があり
ました。写真撮影の際には、皆さん背筋をピンとされ、
やはり長寿と残存歯数の関わりを感じさせられまし
た。今回初めて運営に参加しましたが、椅子の設置な
どはスムーズに出来たように思えました。また出来ま
したら各グループの受賞者お一人かお二人くらいから
お声を頂いてもよかったかなと思いました。
　続きまして15分の休憩の後、レクリエーションと
して江戸家小猫さんにご登場頂きました。江戸家小猫
さんは、テレビ番組などで多方面にご活躍されている

イベントレポート① お口の健康フェスタ常任委員会担当

令和元年度 お口の健康フェスタ

お口の健康フェスタ
常任委員

竹下隆幸 記
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令和２年公益社団法人東京都港区芝歯科医師会
終身会員表彰式・会員新年懇親会

岡崎正史副会長の開会挨拶 長井博昭会長の挨拶 司会の安藤真一郎専務理事 終身会員挨拶 近藤保先生

　令和2年1月24日（金）午後7時よりホテルインターコンチネンタ
ル東京ベイにて、終身会員表彰式及び会員新年懇親会が開催されま
した。終身会員表彰式が安藤真一郎専務理事の司会のもと、岡崎正
史副会長の開会の挨拶より始まり、長井博昭会長の挨拶と続きまし
た。終身会員表彰式では、近藤保先生、荻原雄吉先生、池田忠雄先
生が表彰されました。会員新年懇親会は、斎藤淳理事の司会により
進行し、新入会員の藤本まゆみ先生、多々羅弘二先生が紹介されま
した。
　続いて、岩崎秀二先生の乾杯の挨拶により懇親会が始まり、食事
や歓談の間に港区長をはじめ、来賓の方々よ
り、ご挨拶を頂戴いたしました。
　今年も福引きが大盛況で、豪華な景品の
数々がラッキーな方々に当たり、大変盛り上
がりました。
　まだまだ語り足りない様子の皆様でしたが、
谷村秀樹副会長の閉会の挨拶で令和2年会員
新年懇親会は幕を閉じました。

式次第

会員新年懇親会
１　乾杯
２　新入会員紹介
３　来賓挨拶
４　福引
５　閉会
６　閉会の言葉

終身会員表彰式
１　開会
２　会長挨拶
３　来賓紹介
４　来賓挨拶
５　終身会員表彰
６　終身会員謝辞

広報常任委員会
委員長

池田一郎 記

イベントレポート② 総務・保険常任委員会担当
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終身会員表彰式・会員新年懇親会

終身会員挨拶 荻原雄吉先生 斎藤淳理事の司会終身会員挨拶 池田忠雄先生 岩崎秀二先生の乾杯挨拶
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終身会員表彰式・会員新年懇親会

新入会員 藤本まゆみ先生の挨拶 新入会員 多々羅弘二先生の挨拶
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　記念すべき初優勝！今回の優勝者は自画自賛で申し
訳ありませんが、私、久保宏史です。苦節15年かか
りました。2位が鮎瀬先生、3位は岡田先生でした。
SDGで初使用したコースは、豊里ゴルフクラブ。コ
ース設計、監修はトム ワイスコフ氏、ジェイ モリッ
シュ氏です。茨城県つくば市にあるフラットな林間コ
ースです。常磐道の谷和原ICから国道294号で30分、
良いコースです。（優勝したので！）
　8名の参加者、2組で仲良くラウンド。BGは、いつ
もの岡田先生。DC5番ホールは岡田先生、DC17番ホ
ールも岡田先生、NP4番ホールもまたまた岡田先生。
NP6番ホールは釜我（和）先生、NP12番ホールは久保。
NP14番ホールも釜我（和）先生という結果でした。
　SDG会では新入会員も募集中です。連絡先は鮎瀬
公彦会長までお願いします。入会後には、さまざまな
特典が貴方を待っています！！

鮎瀬先生ごあいさつ 優勝は私、久保でした！

私の優勝を祝して乾杯！

令和元年度 第２回 S.D.G.例会

５地区２班
久保宏史 記

開催日時：令和元年11月4日（月）
会　　場：豊里ゴルフクラブ

趣味の会報告① S.D.G.
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　芝歯科医師会野球部（レインボーズ：レインボーブ
リッジにちなんで）は、大森歯科医師会野球部との合
同チームで、都歯野球大会に参加しております。
2019年はこの合同チームに佐藤（剛）先生、松岡が
参加し、また助っ人要請がありました荒川区混成チー
ムに近藤先生、白須賀先生、沼先生、治田先生が参加
しました。
　都歯野球大会は毎年、埼玉県三郷市にある三郷サン
ケイスポーツセンターグランド（河川敷）で行われま
す。2019年は「八南」「荏原・品川合同」「中野区」「世
田谷区」「練馬区」「杉並区」「荒川区混成」「江東区」「渋
谷区」「大森・芝合同」の10チームが出場しました。
まずAリーグとBリーグに分かれてリーグ戦を行い、
それぞれの上位2チームで決勝トーナメントを戦いま

す。2019年は「荏原・品川合同」「八南」「江東区」「大
森・芝合同」の4チームが決勝トーナメントへ進み、
太田スタジアムでの決勝戦は「江東区」vs「大森・
芝合同」で行われました。結果は5-8で大森・芝合同
が見事に4年ぶりに優勝を勝ち取りました。
　荒川区混成はBリーグ5位という結果でした。
　勝つことはスポーツを楽しむうえで、もちろん大切
ですが、それだけではない魅力が野球にはあります。
大きな声を出し、思いっきり走って、思いっきり笑う。
ケガや体調不良、多忙などで参加できない先生方もい
らっしゃいましたが、また一緒に野球ができることを
楽しみにしています。
　部員一同、来年もまた白い歯と白い球を追いかけます。

令和元年度 野球部活動報告

4地区2班
松岡伸弥 記

趣味の会報告② 芝歯科医師会野球部

荒川混成チーム

大
森
・
芝
合
同
納
会

大森・芝合同チーム
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　令和元年の後半は２つの大きな台風などの災害が多
く発生したので、主だったS.D.B.の活動はありません
でした。
　しかし今後のために東京都災害時医療救護従事者に
も登録している久保は、単独行動で千葉県の鋸南町、
南房総市、館山市の視察に9月15日バイクで行ってき
ました。激甚災害にも指定された台風15号。皆様の
記憶には市原市のゴルフ練習場の鉄柱が倒壊した映像
も残っていると思います。強風により甚大な被害にあ
った千葉県房総半島。アクアラインを走行していると
全国の電力会社の多くの作業車が現場に向かっていま
した。館山道のサービスエリアには、最新のボルボに
乗った千葉県のDMATチームも被災地に向かう途中
でした。私の走行した道路では、幸いにして停電によ
る信号機不全はおきていませんでしたが、コンビニエ
ンスストアなどは強風で表から裏まで吹き抜けに。今
回カメラは携行しましたが、被災地の方々のお気持ち
を考えると撮影はできませんでした。テレビ中継され
ていた「道の駅とみうら」も見ましたが、トンガリ屋
根のガラス部分を含め建物の被害の大きさに驚きを隠
せませんでした。帰り道は一般道の国道127号線を走

りましたが、少し古い民家などは窓ガラスや屋根が無
くなった建物が多くあり、ブルーシートハウスで街が
構成された状態でした。お昼過ぎには帰宅しましたが、
あまりの被害の大きさに食事も喉を通らないくらいの
気持ちでした。いざとなった時は、ベトナム製のスー
パーカブで出動の準備をしております。バイクなら災
害時の移動手段としては有効と考えています。
　台風は地震と違い、来る時間やコースが予測できる
ので備えができると思います。東日本大震災の時、ガ
ソリンスタンドに数時間も並んだ先生方もいらっしゃ
ると思います。ガソリンは携行缶で40リットル迄は
消防法にふれずに保管が認められています。ただ、昨
年の京都アニメーション放火事件の為、購入の際に身
分証明の提示や用途を問われる場合があります。自動
車のエンジンがかかれば、冷暖房は使えますし12ボ
ルトから100ワットへのインバーターを用意しておけ
ばスマートフォンなどの充電や家電品の使用も可能です。
　S.D.B.の活動範囲は防災も視野に入れたものに拡大
しつつ、ツーリングも楽しみ、サーキットにも行く予
定です。賛同される先生方の入会をお待ちしておりま
す。

S.D.B.活動報告＆カブの勧め

５地区２班
久保宏史 記

趣味の会報告③ S.D.B.

災
害
時
医
療
救
護
従
事
者
登
録
証
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釜我正行のおススメ3本
そして父になる グーニーズ

2013年　日本　監督／是枝裕和
出演／福山雅治、尾野真千子、
　　　リリー・フランキー、真木よう子

1985年　アメリカ　監督／リチャード・ドナー
出演／ショーン・アスティン、コリー・フェルドマン、
　　　ジェフ・コーエン、キー・ホイ・クァン

グッドウィルハンティング／旅立ち

1997年　アメリカ　監督／ガス・ヴァン・サント
出演／ロビン・ウィリアムズ、マット・デイモン、
　　　ベン・アフレック

天才的な頭脳を持ちながらも幼い頃に
負ったトラウマから逃れられない青年
ウィルと、最愛の妻に先立たれて失意
に喘ぐ心理学者との心の交流を描いた
ヒューマンドラマ。脚本は俳優として
当時無名だった俳優のマット・デイモ
ンと親友のベン・アフレックの共同執
筆。ウィルの面倒を見る教授たちの友
情やウィルの親友の優しい心使いに感
動します。それとほんの少しのラブス
トーリー部分も見逃せません。

赤ちゃん取り違えというあってはなら
ない事件を題材にしています。幸せと
は何か、父親とは何かを考えさせられ
るストーリー。福山雅治演じる父親の
感情が次第に変化していく様が丁寧に
描かれています。子役たちに台本は無
くシーンごとの気持ちを説明されての
アドリブだそうで自然な演技に驚きま
した。エンディングは見ている人の判
断にゆだねられている感じです。

キッズ冒険映画の金字塔ではないかと
思います。伝説の海賊の秘宝を子供た
ちだけで探すというストーリー。小学
生の時に見てからずっと大好きな作
品。80年代の良い雰囲気にあふれ、
シンディー・ローパーの主題歌はノリ
が良く印象的。いつかは美しい自然の
あるロケ地アストリアに行ってみたい
と思っています。かなり時間が経ちま
すが続編が制作されないかとずっと楽
しみにしています。

映 素っ いら画 晴て Part
1し

広報委員会の

以前の「芝歯」特集として取り上げた映画紹介、企画としての新しさはありませんが、
やっぱり映画って素晴らしいわけで再登場です。映画はテーマやジャンルなど

いろいろありすぎて選ぶのも一苦労ですよね。中には心に残る作品や超B級な駄作もあるかもしれません。
映画は見る人によって、または見る時の心理状態によって感じ方は様々です。
それに最新作だけではなく過去作品でも素晴らしいものが山のようにあります。
だからあなたにマッチする良質な作品を見逃しているかもしれません。
そんな見るべき映画は紹介したくてもしきれないほどいっぱいあります。

ということで今号から3回に分けて広報委員が3作品ずつご紹介させていただきたいと思います。
一言の感想を添えて観て良かった映画、好きな映画をご紹介いたします。

読者の皆さまも日頃の疲れや悩みはひとまず置いておいて
肩の力を抜いてお読みいただければうれしく思います。

「やっぱり映画って素晴らしい！」
釜我正行

やっぱり
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山口雅弘のおススメ3本

金 利鎬のおススメ3本

英国王のスピーチ

博士と彼女のセオリー

羊と鋼の森

グリーン ブック

2010年　イギリス・オーストラリア合作　
監督／トム・フーパー　出演／コリン・ファース、
ヘレナ・ボナム＝カーター、ジェフリー・ラッシュ

2015年　イギリス　監督／ジェームス・マーシュ
出演／エディ・レッドメイン、
　　　フェリシティ・ジョーンズ、エミリー・ワトソン

2018年　日本　監督／橋本光二郎
出演／山崎賢人、鈴木亮平、上白石萌音、
　　　上白石萌歌、堀内敬子

2018年　アメリカ　監督／ピーター・ファレリー
出演／ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ、
　　　リンダ・カーデリーニ

最強の二人

天使のくれた時間

2011年　フランス　監督／エリック・トレダノ、
オリヴィエ・ナカシュ 出演／フランソワ・クリュゼ、
オマール・シー、アン・ル・ニ、オドレイ・フルーロ

2000年　アメリカ　監督／ブレット・ラトナー
出演／ニコラス・ケイジ、ティア・レオーニ

脊髄損傷で大富豪の主人公が介護人の
面接をした結果黒人を選びます。やが
て二人は肝胆相照らす中になり、病人
と介護人の垣根を越えます。私が気に
入っているシーン。主人公の誕生日に
ストリングスを雇ってクラシックを演
奏させるのですが、介護人が今度は僕
の曲を聞いてくれと言って、iPhone
で流すのがアースウィンドファイアー
の「ブギワンダーランド」。全員が踊
りだします。

パラレルワールドって聞いたことがあります
か？そこではまた別な自分が暮らしている。
きっとこういう事なのだと思います。ウォー
ル街で成功し豪華な暮らしをしていたジャッ
ク（ニコラス・ケイジ）はある日突然違う人
生を送っていた。目覚めるとそこは今まで見
たことが無い部屋。横には14年前に別れた
恋人ケイト（ティア・レオーニ）が眠り、二
人の子供のパパになっていた、「その世界」
でのジャックは現実とは全く違うタイヤセー
ルスマンの平凡な夫。やがてジャックに、現
実の世界へと戻る時が近づいてくるが・・・。
いろいろと気づきを与えてくれる映画です。

アカデミー賞で4部門を受賞した作品
ですので御覧になった方も多いと思い
ます。主人公は幼いころから吃音で悩
んでいます。ところが帝位につくべき
兄の女癖が悪く、弟である彼に王位が
回ってきます。彼は、その後立派に吃
音を直し帝位につきます。これ、実話
です。

かつては若く健康で活動的だったホーキング
博士は21歳の時、ケンブリッジ大学の学生
であるジェーン・ワイルド（フェリシティ・
ジョーンズ）と出会い恋に落ちるが時を同じ
くして余命宣告を受ける。ジェーンの献身的
な支えを受け、スティーヴンは意欲的に研究
に打ち込む。その内容は彼にとってまさに貴
重なもの、時間についてだった。2人は力を
合わせて絶望的な状況に立ち向かい誰にも想
像できなかった偉業を成し遂げる。言わずと
知れたスティーブン・ホーキング博士の人生
を描く英国映画。イギリスの持つある種の良
質さに触れられた気がします。

北海道の片田舎で暮らす将来を憂いて
いる高校生が、ある日講堂に来たピア
ノの調律に立ち会ったことから天啓を
受け、家族の反対を押し切って東京に
出て調律師を目指します。やがて、卒
業して地元に戻ると、先の調律師の下
で修業して、一人前の調律師を目指し
ます。そこから様々な経験と試練を経
て成長していきます。羊は鍵盤のフェ
ルト、鋼は弦です。

ジャマイカ系アメリカ人ピアニスト、ドン・
ドクター・シャーリーと、シャーリーの運転
手兼ボディ・ガードを務めたイタリア系アメ
リカ人の警備員トニー・ヴァレロンガによっ
て1962年に実際に行われたアメリカ最南部
を回るコンサートツアーを題材にした作品。
Ｊ・Ｆ・ケネディが大統領を務め、公民権運
動が高まっていたとはいえ、人種差別に強硬
に対応したＪＦＫが南部ダラスで暗殺された
時代のアメリカ南部である。そう聞くと重苦
しいものを想定するが、映画は軽妙にユーモ
アを交え進んでゆく。見終わった後にちょっ
とした幸福感を与えてくれる素敵な物語です。
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故 小林憲司先生を偲ぶ
令和元年10月10日ご逝去

弔辞

　小林先生の追悼文を書けと言われてもピンとこない。
今でも委員会を開けば「よー」と言ってニコニコしな
がらやってくる気がして仕方がない。そう言えば小林
先生の怒った顔は見たことがないのか、思い出せない。
　学会発表でくちごもっている顔、芝歯科医師会スキ
ー部合宿で斜面に飛び込んでいく精悍な顔、委員会の
後席で呑んだくれている笑顔、公衆衛生委員会の理事
を務めていたころの若くて真剣な顔・・・・・・・・・
　小林先生は1950年生まれ、寅年、日本歯科大学64
回生、優秀な学生だった。僕も同じ寅年だが65回生、
年は同じだが大学では先輩後輩の仲。小林先生は学生
時代「ワンダーフォーゲル部」で活躍し、卒業後も同
じクラブの仲間とヨーロッパにスキーに行ったり、後
輩が留学していたキシリトールで有名なフィンランド 
トゥルク大学を訪ねたり、海外の学会に参加したり、
同期の飲み会があったり・・・とワンダーフォーゲル
部の仲間たちとの楽しい話は尽きない。
　小林先生が芝歯科医師会に入会したのは1977年、
僕は1981年。そのころは校友会の旅行でも「やさし
い先輩」と言う以上の付き合いはなかったと思う。
　小林先生は1991年から公衆衛生委員を務めていた
が1997年、学術委員会にいた奥村理事とともに僕も
公衆衛生委員会に移籍したことからお付き合いが始ま
った。その後小林先生が理事となり『お口の健診』に
つながる「歯周疾患検診」を立ち上げた。僕もそれ以
来公衆衛生委員会から離れられず、小林先生の後任と

して理事を務めさせていただいたこともあった。公衆
衛生委員会から地域保健委員会へと名前が変わり、そ
の中から芝エビ研究会や新唾液検査事業が生まれた。
首都大学東京の星先生を囲んだ芝エビ研究会は2008
年発足、鶴見大学の花田先生を囲んだ新唾液検査事業
は2010年に発足した。芝エビ研究会では2009年の奈
良の公衆衛生学会を皮切りに2015年長崎の公衆衛生
学会まで毎年のように学会発表を繰り返し小林先生、
福澤先生、古藤先生、谷村先生らと一緒によく出かけ
たものだ。
　新唾液検査事業では2010年から口腔衛生学会で毎
年発表し続け、2012年の香港や2015年のバンコクの
FDIでも発表した。海外の学会や委員会の旅行などで
小林先生と同じ部屋で過ごすことが多く、芝歯科医師
会のスキー部合宿（軽井沢プリンスホテルのコテー
ジ）ではいつも小林先生と同じ部屋で過ごしていた。
温厚な顔に似合わずゲレンデではぶっ飛ばすスピード
狂だがいつも一緒に滑っていた。目鼻立ちが良いのか
帽子をかぶりゴーグルをすると、日本人離れしていて
すごくかっこいい。リフトに乗りながらいろんな話を
した。ワンダーフォーゲル部の仲間たちとの楽しい思
い出話や、息子さんたちの話が多かったように思うが、
ここ数年は「あいつも死んだ、あいつも亡くなってし
まった・・どんどん仲間が逝っちゃうなー」というよ
うな暗い話題が多くなり、えらく気になっていた。
　コテージではツインの部屋で小林先生のベッドはい
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つもきれいで服はたたまれ荷物はきちんとそろえられ
ていた。僕のベッドの汚さや荷物の乱雑さ・・性格の
違いか育ちの違いか？その几帳面な小林先生が最近ト
イレを流さずに出てくることが多くなり、とうとうボ
ケ始めたかと心配していたら、「自宅のトイレが勝手
に流してくれるトイレだとそういう人が多いらしい
よ」と言う情報を聞きボケの疑いは消失した。でも僕
だからいいけど・・と・・いつかその話をしようと思
っているうちにいなくなってしまった。
　学会や委員会の旅行などを繰り返すうち、いつから
か小林先生を憲ちゃんと呼ぶようになっていた。憲ち
ゃんはどんな分野でも博学多才で、歯科に関しても何
でも知っていた。憲ちゃんからはインプラントやエン
ドだけでなくいろいろなことを教えていただいた。
　あのころの委員会の後席は朝までやっている危険な
「魚田」一升瓶の焼酎ボトルを抱え『お口の健診』や
「芝エビ研究会」・「新橋ＳＬ広場の唾液検査」などにつ
いて口角泡を飛ばす勢いで話し込み、終電をあきらめ
よく松戸までタクシーで帰ってたよね。
　憲ちゃんと行った「生グレの会」での旅行や飲み会
楽しかったな。（生グレープフルーツサワーを飲む会
と称し行きつけのお店でグレープフルーツをたんまり
仕入れてもらい、それを絞る機械まで買ってお店に置
いといた・・単なる呑んべーの集まりだが委員会とは
異なりいろんな個性的な先生が集まり香港や済州島ま
で出かけて行った今では考えられない会。）
　白酒の会（お店を貸し切って長野県須坂の酒蔵から
「どむろく」というどぶろくを一升瓶でたくさん送っ
てもらい、皆で呑んで記憶喪失者とけが人が多数発生

した危険な会）で石井先生や前田先生たちと呑んだく
れ、僕が道路で自転車につまずき転んでタクシーに
髪の毛を轢かれた時、「大丈夫か！」っと心配そうに
僕の髪の毛を見てくれてたっけ。
　FDIバンコクで観光船に乗った時、僕と憲ちゃんが
乗ったとたん船頭にここまでとドアを閉められ、福澤
先生・古藤先生と別の船になってしまい、どこで降り
ていいのか、電話はつながらないし英語がわからない。
どうしようと二人であせっていたことが懐かしい。
　昨年8月に第60回日本社会医学会総会シンポジウム
でおそらく芝エビ研究会最後の発表が調布の慈恵大で
行われたが、その時の憲ちゃんの発表は堂々として素
晴らしいものだった。
　その憲ちゃんが昨年10月10日いきなり大動脈解離
で逝去されてしまった。
ついこのあいだ「これからもっと遊ぶんだ」と言って
たじゃあないか！　
すごくさみしい・・・
　憲ちゃん本当にお世話になり有難うございました。
ご冥福をお祈りいたします。　合掌

3地区1班
矢吹義秀

芝エビの先生方と共に小林先生、ポスター発表会場にて
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故 小嶋榮一先生を偲ぶ
令和元年12月18日ご逝去

弔辞

4地区2班
後藤隆文

　港区芝歯科医師会には私の同窓で同級生が5人いた。これは、7校
時代だったころを振り返ると珍しいことである。
　斉藤正法君、長谷川 幌君、乙部春海君、私、そして小嶋榮一君の5
人である。
　斉藤君、長谷川君は早くに逝去されたので、歯科医師会や同窓会の
会合で3人で会ってワイワイやるのを、私は楽しみに出席している。
　昨年（令和元年）12月6日、築地天竹で日大同窓会芝支部、麻布赤
坂支部、松戸歯学部同窓会みなと支部との三者合同忘年会が行われた。
乙部君は膝の具合が悪く欠席との事だったので、小嶋君の席を私の隣
にとって待っていたけれど、いつも時間に正確な小嶋榮一君がなかな
か現れないので、御世話いただいているギルブレス先生と支部長の高
木先生にお聞きしたところ、欠席との事であった。
　それからわずか12日後の12月18日午後、小嶋榮一君の訃報が届いた。
　小嶋榮一君は、1962年日本大学歯学部卒業、同時に歯科医籍登録、
1966年に銀座で開業（雑誌希望P.22参考）され、当会には1970年4月
に入会されました。
入会後は委託事業、保険事業、共済会、団体生命、青色申告会、三師
会等々の各種役員を経て、1989年に理事、1991年評議員会、1995年
副会長を歴任、当会で大いに活躍され貢献されました。
　小嶋榮一君の歯科医師としての生涯は、“インプラントに命をかけ
て貫き通した”事に尽きると思います。
　1974年10月N.Y.のDr.Linkowにはじめて学んだ事に端を発し、40
数年間インプラント治療に従事されました。
　口腔インプラント学会専門医第一号、指導医第一号、としての認証
がその証であり、また日本インプラントの開祖として我々の誇りであ
ろうと思います。
　確か1986年頃だったと思うがカナダ・バンフのホテルでバッタリ
小嶋榮一君と会ったことがある。
　当時私もインプラントに興味を持ち、小嶋君と同時期に私はシカゴ
ADAの本部でDr.Linkowの講義と実習に参加していた。その流れで
カナダに寄ったのであった。
　同級生に外国でバッタリ会うのは珍しい事で懐かしさもあり、色々
な事を話した。その中でなんと小嶋君がマリリン・モンローの大ファ
ンである事がわかった。小嶋君とマリリン・モンローとがなかなか結
び付かず、ピンとこなかった事を覚えている。

カナダはモンローのヒット
作、「ナイアガラ」「帰らざる
河」等のロケ地でもある為、
モンローの関連グッズを売っ
ている店が意外と在った。そ
のうちの一軒でロケ中のモン
ローの写真を買って帰国後、
小嶋君に送ったところ喜んで
くれて彼がはにかんだ顔が忘
れられない。
　先日、あるバーでモンロー
のワインボトルがあったので
写真を撮って送る約束をした
が果たせなかった。遅れてし
まったことを詫びて弔辞と共に掲載させて頂きます。
　昨年12月22日、赤羽駅前南口ホールで小嶋榮一君葬儀の時は、悲
しさよりも寂しさが先にたった。しかし、今、この弔辞を書いていると
心の底から悲しみがこみあげてきた。黄泉の国へと旅立たれた小嶋榮
一君の御遺族の皆様のお気持ちは如何ばかりか、と思うばかりである。
　小嶋榮一君、まだやり残したことが在り心残りの事だろうね。しか
し現在はお婿さんの竹下隆幸先生が、君の後を継いで立派に御活躍さ
れています。
　君の座右の銘である「師資相承」は確かに継承されていくと思います。
　安心してどうか安らかにお休み下さい。ご冥福をお祈り申し上げます。
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　初めて小嶋榮一先生と言葉を交わしたのは、私がアフリカで2001
年1月1日に撮影いたしました「21世紀の夜明け」という初日の出の
写真を芝歯科医師会雑誌「芝歯」の表紙として使っていただいた直ぐ
後に、港勤労福祉会館で総会があった時でしたので、平成15年3月の
事だと思います。会議室での会合の後に持たれたエントランススペー
スでの立食小宴の席上で小嶋先生と目が合うと先生は唐突に「僕ら自
費でやっている開業医はね、全然違うンですよ。」とおっしゃり、微
笑みながら「今度ネ、先生に僕の論文をお送りしていいですか？良か
ったら読んでください。いや、大したものではないンですけど、ちょ
っとネ、書いて欲しいというものだから。」とおっしゃいました。私
が歯学部の学生の頃からそのご高名は存じ上げていた先生ですから、
そのような大先輩から直々にお声がけいただいた事に大変恐縮したの
を思い出します。同時に、おおらかで、率直であり、チャーミングで
もある、素敵な先生だなと、後輩として素直に憧れました。
　直ぐに封書が届き、開けてみると別刷りと添え状が入っていました。
それは、日本の開業医が如何なる経緯でDr.Linkowのブレードタイ
プ・インプラントに遭遇したか、その歴史を綴ったものでした。読み
進めるうちに合点が行きました。キーワードはアフリカとニューヨー
クだったのです。
　時は1970年代初頭、ある歯科医師（故乙部朱門先生）がアフリカ
のサファリに旅をしたときに知遇を得たアメリカの小児歯科医からブ
レードタイプ・インプラントについて話を聞いたのが事の始まりだっ
たようです。程なくして乙部先生に続きニューヨークに飛んだ小嶋先
生は、Linkow先生から直々にブレードタイプ・インプラント、骨膜
下インプラントについて学び、Linkow先生の厚い信頼を得て行かれ
ました。講道館柔道を習得していたという小嶋先生ですが、高校の同
級生で極真空手で有名な大山茂（USA大山空手）師範を招き、ニュ
ーヨークで瓦の試割りを披露するなどジャパン・ナイトを主宰してア
メリカの先生方を驚かせていた様です。Linkow先生から弟子として
愛されていた小嶋先生は、Linkow先生のお嬢さんの結婚式にアメリ
カに招待され出席したと聞きました。師と深い絆で結ばれておられた
小嶋先生の人間的魅力を良く表しているエピソードだと思います。
　読み終わった私は小嶋先生に電話で文献の礼を言い、「これを何か
の形にします」と続けました。
　その後も機会あるごとに小嶋先生から論文や学会発表の別刷りをお
送りいただき、勉強をさせて頂きましたが、そこには必ず　「師資相承」
と記されていました。
　2012年頃には「後期高齢者になりました」との添え状に学会の抄
録が同封されておりましたが、抄録の内容は、カスタマイズされた粗
面の米国製骨膜下インプラント上に骨補填とＧＢＲを行い、安定を高
めるよう取り組んだ症例発表でした。後期高齢者という言葉とは裏腹
に、あくなき探求心と歯科への情熱で骨膜下インプラントの欠点を改
良し、応用範囲を広げる取り組みを継続されておられたことに正直驚
かされました。
　私が広報担当理事1期目に、小嶋先生に弔辞の執筆をお願いしたこ
とがあります。先生は電話口で、「私でいいンですか？」とおっしゃ
り「何文字くらいで？」と続けられましたので、「先生のご自由に、
想いを全てお書きください」と申し上げたところ、3ページに亘る大
作をお書きくださいました。「ちょっと長くなりましたが大丈夫です
か？」とあの人懐こい様子で仰います。弔辞の中にはマリー・Ｅ・フ
ライの有名な詩「千の風になって」の引用まであり、誠に自由奔放に
して心のこもった弔辞でありました。原稿で使用する写真を郵送いた
だく際、行き違いがあり、私は受け取っていないと思いこみました。
先生にその旨電話をいたしましたところ、秘書の方に調べさせ、「何

月何日に発送した記録があります」と返答されました。そのマネジメ
ントの細やかさに私は圧倒されたものです。
　初めて先生から別刷りをお送りいただいてから10年以上経過した
ある日に、私は、ブレードタイプ・インプラント、自由の女神、アフ
リカ大陸の形、を自ら絵付けした楽焼の湯呑を携え、世界貿易センタ
ーにあった先生のオフィスを訪ねました。勿論、絵心も無い私の、ぶ
っつけ本番の下手くそな絵です。小嶋先生は診療中でしたが、私を院
長室に通し、とても嬉しそうなご様子をお見せになりました。先生の
院長室はしかし、恐らく日本中、いや、世界中から届いたであろう、
ブレードタイプ・インプラントをモチーフとした質の高い美術品、芸
術品で埋め尽くされていました。私は、10年以上もかかって稚拙な
子供だましの絵付けした楽焼の湯呑程度しかお渡しできない自分を恥
じました。
　特診室のユニットの上からガラス越しに、眼光鋭い如何にもVIPと
いった風貌の老齢の紳士がこちらを見ています。すっと特診室に戻ら
れた先生が、何と言いますか、容赦なく間合いを詰るに合わせ、その
患者さんは黙ってお口をお開けになり、先生の両手は全く遠慮の無い
まっすぐな様子で自由に口腔内に踊り、患者さんはまた先生の好きな
ように診療をさせている様子が、歯科医師としての存在、信頼の大き
さを物語っているように思われました。先生は退室する私を見送るた
めにすぐに特診室を後にされ、受付を、そしてクリニック入口を通り
越し、廊下まで出て来てくださいました。
　小嶋先生のスケールの大きさは、平成8年度「芝歯」第一号巻頭言
から良く伝わって来ます。
～春に海 ひねもすのたり のたりかな～ 与謝蕪村の句を引用した後
にこう続きます。
　「臨海副都心に芝歯科医師会館・多目的ホール建設：芝執行部と青
島都知事との交渉の結果、芝歯は都に対して長年の功績が認められて
1,000坪の土地が確保できましたので、そこに会議室（大・中・小）、
実習室、情報室（世界の歯科医学情報が入手出来る）、また、娯楽及
び保養施設、海に面しているのでヨット・モーターボートの繫留、春
は潮干狩り、秋は江戸前のハゼ釣り。ゴミ処理を利用した熱で沸かし
た温泉大風呂およびプール等、そして一番上の階には芝歯クラブにし
て世界中のお酒を飲めるようにして・・・。」この続きは平成8年度「芝
歯」第一号に譲りますが、「21世紀に向かって何かを残そう」と題さ
れた大変粋な巻頭言。大きな夢を語って「芝歯」に残してくださった
ことに感謝いたします。
　口腔インプラント学会認定医第1号、専門医第1号、指導医第1号、
という小嶋先生は何かを私に伝えようとしてくださいましたが、浅学
菲才な私は、未だ、その「何か」にさえ気づくことが出来ずにおりま
す。ただ先生のお書きになった“師資相承”の文字を眺めながら、先
生の旅立ちに一筆申し上げ、心よりのご冥福をお祈り申し上げる次第
です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amen

5地区1班
金 利鎬

故 小嶋榮一先生を偲ぶ
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　先日、第54回スーパーボールのハーフタイムショーで魅せ
たジェニファーロペスさん（50歳）とシャキーラさん（43歳）
のパフォーマンスが話題になりました。当日のショーは
YouTubeで4K配信されています。これをプロジェクターが映
し出す大画面で観ますと4K画像の鮮鋭さが醸し出す臨場感に
飲み込まれ、大いに盛り上がれます。個人的には、ショーもさ
ることながら、直前に行われた二人の記者会見に一層の興味を
抱きました（こちらもYouTubeで見ることができます。）
　ジェニファーロペスさんはJ Lo節とでも言いましょうか、ガ
ツガツと受け答えしており、それはアメリカのショービジネス
を勝ち抜いてきた者の強さを感じさせるものでした。
　対照的だったのはシャキーラさんの受け答えでした。一言一
句を熟慮しながら絞り出すように語るその姿には魅せられるも
のがありました。記者会見では、“Latino makes every race 
you can imagine, and every culture, that is what makes 
our community so special”と言っています。ラティーノと
いうとラテンアメリカにルーツをもつアメリカ合衆国に居住し
ている人たちと言うイメージでしたので、every raceと言わ
れると違和感がありました。興味を持ってググってみれば、ア
メリカ生まれのレバノン系マケドニア人の父とカタルーニャ系
の母を持ち、コロンビアで生まれ育ったと書いてありました。
ルーツを知ればその民族的多様性ゆえにコメントにも得心がゆ
きます。
　お二人が分類されるラティーノ（Latino）とは非白人であり、
トランプ政権下にある現在のアメリカではdifficult timeを過
ごしているとは当人たちの弁です。しかも女性であり、年齢的
にも上になってきている。にもかかわらず、非常にアメリカ的

なイベントと言われる“スーパーボール”のパフォーマーに抜
擢されたと言う事が、本当に名誉であり、ご本人が子供の頃で
は考えられなかった。この国に受け継がれているもの、それは
ダイバーシティ（多様性）であり、それをパフォーマンスで祝
福したいと言うのです。そして、次のように続けています。
 “This is palpable example of how anything is possible, 
really. The only thing it matters is the size of your 
dreams.”
　成功者はおっしゃる事が違いますね。大変勉強になります。
そして当日、二人は完全にスーパーボール会場を乗っ取り、ラ
テン、アラビックの乗りに、そして反戦歌とされるブルースス
プリングティーンのボーン・イン・ザ・USAを少しだけ取り
入れるなど、メッセ
ージ性の強いハーフ
タイムショーは大成
功を収めました。
　私たち日本の歯科
医師も、一人一人の
思いを大切に、何で
もよいので大いに夢
を語りましょう。夢
を現実とするために
勇気をもって一歩前
に踏み出しましょう。
そして、いつまでも
夢を追い続けていた
いものです。

広報常任委員　金利鎬

編集後記




